我が町会（団体）はこんな処～ 藤和天王台ハイタウン自治会
藤和天王台ハイタウン自治会は、天王台５丁目
の 3 棟建て 22７戸のマンションの自治会として
平成 19 年に発足し、6 月 27 日で設立 15 年と
いう節目を迎えました。その間、マンションの自
治会ではどのような活動ができるか模索し続け、
様々な事にチャレンジしてきました。
地域の防犯、安全見守りなどの活動は元より、
マンション内で様々なイベントや集まりを実施し
ております。
毎月自治会だよりを発行しています。高齢者を
中心とした会や子どもとお母さんの会も月１回実
施していましたが、コロナ禍のため中止、再開待
ちです。
年中行事では、例年１月に新年の住民懇親会を
開催していますが、やはりコロナ禍のため３年連
続で中止となり、今年はロビーでお清め酒等の振
る舞いを行いました。
節分には大きな鬼のイラストを貼って的当て大
会。３月から５月は、雛飾り、イースター、こど

この季節の草花だより

編集後記

カラスビシャク

第 25 回定時総会（5 月 16 日開催）で令和６
年 5 月までの委員が決まり、新たに 10 名の委員

問合せ・連絡先
開設日時
所

在

もの日のロビー演出を行って住民に喜ばれていま
す。７月初旬にはロビーいっぱいに七夕飾り。住
民に短冊を結っていただきます。７月末は、例年
打ち水・スイカ割・納涼会・花火大会が目玉でし
たが、一昨年より「夏の風景と記憶」写真展を開
催し、ウイズコロナでの夏の楽しみ方を工夫して
います。
秋はハロウイン。はにかみ
ながら「トリックオアトリー
ト！」と言う子どもたちにお
菓子をプレゼント。もちろん
クリスマスのイベントも実施。
このような盛りだくさんの クリスマスイベント
行事に加えて年２回の地震防災訓練と消防訓練も
実施しています(藤和天王台ハイタウン自衛消防隊)。
年末には皆さんでカレンダーを持ちより、ゆず
り合いで締めくくり。これからも明るく活気のあ
る自治会を継続していきます。
藤和天王台ハイタウン自治会事務局・髙橋恵一

地

サトイモ科の多年
草。５月～８月に普
通に見られる畑の雑
草で日本全土で見ら
れます。
群馬では「カラス
のおきゅう」鹿児島
では「百姓泣かせ」
という面白い呼び名

の皆さんが推薦されました。『ゆうゆうだより』
をお届けする広報部会のメンバーも、5 名の新委
員を迎え 12 名体制でのスタートとなります。
又皆様からの地域情報等も、ぜひ事務局窓口まで
お寄せ下さい。尚前任期中は、コロナ予防対策が
最優先となり、残念ながら様々なイベントが中止
や縮小となりました。地区社協の主な活動の場所
でもある、近隣センターこもれびも以前の活気あ
る施設が嘘のように静かになってしまいました。

があります。
薬用として漢方で
花のある時期に球根
を掘り出して使用し
ます。その球形を半
夏という。（H・S）

シルバー川柳に、「スクワットしゃがんだまま
で立てません」や「朝起きてヤル気スイッチ又故
障」等載せられていましたが、活動範囲が狭まる
と直ぐに身体は怠けてしまいます。まだマスクが
身体の一部のような毎日ですが、早く笑顔の見え
る日が来るのを待っていま～す。 （N・O）

日が来るのを待っていま～す。（N・O）
天王台地区社会福祉協議会（天王台地区社協）
事務局
月～金曜日（祝日 及び 第２・４火曜日は休み）
午前９時～１２時・午後１時～４時
〒270-1144 我孫子市東我孫子 1-41-33 近隣センターこもれび内
・FAX ０４－７１８３－９００９ E-mail：tennoudai@abiko-shakyo.com

４
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令和４年７月

天王台地区社協（通称）は、天王台駅をはさみ、北側に｢天王台北近隣センター｣、南側及び
東我孫子駅側に｢近隣センターこもれび｣の二つの「まちづくり協議会」の範囲（我孫子中学
校区）で地域福祉の拠点となり、地域の皆様の参加と協力で「福祉の街、天王台」を目指し
て福祉事業を展開しています。

お元 気 まんてん教 室

幼児と保護者の集い「 の び っ 子 ク ラ ブ 」

～天王台地区高齢者なんでも相談室共催～

親子体操や手遊び等、季節の行事を楽しみながら、
お子様と保護者同士の交流を！
開催日/内容：
① 8 月 15 日（月） お祭り気分で遊ぼう！
② 9 月 6 日（火） 紙コプターで遊ぼう！
③ 9 月 19 日（月） パパと遊ぼう！
④１０月 17 日（月） ハロウィンミニ運動会
場 所：
①③④近隣センターこもれび・ホール
②天王台北近隣センター・ホール
時 間：10 時～11 時 30 分
対 象：我孫子市内在住未就園児と保護者
定 員：保護者とお子様で
20 組 40 名迄（要予約/先着順）
参加費：無料
持ち物：上履き

おしゃべりサロン
～脳トレを取り入れた楽しいゲーム、
コグニサイズ体操等心と身体を健康に～
開催日時：９月 26 日（月）
13 時 30 分～15 時
場
所：天王台地区社協活動室
（近隣センターこもれび内）

定
員：12 名（要予約/先着順）
新しい生活様式のおしゃべりサロン。
コグニサイズやゲームで楽しみましょう。
※8 月・10 月はシニア
いきいき講座―歌声編と
なります。
お元気まんてん教室を除く
問合せ・申込みは天王台地区社協まで
お願いします。04-7183-9009

オンライン（Zoom）参加出来ます！
開催日時/内容/講師：
① ８月 31 日（水）14:00～16:00
認知症と財産管理の話/安武慎作氏
② 9 月 30 日（金）14:00～16:00
座ってできるフレイル予防運動/轟幸治氏
③10 月２６日（水）14:00～16:00
ポールウォーキング/講師未定
場 所：①近隣センターこもれび・ホール
②③天王台北近隣センター・ホール
※お元気まんてん教室の問合せ・申込みは
天王台地区高齢者なんでも相談室
（04-7182-4100）までお願いします。

シニアいきいき講 座

健 康 体 操 編 ～ミュージックフープと太鼓を使った
ヘルスリズムスの体験です！～
開催日/場所：
9 月 25 日（日）/近隣センターこもれび・ホール
時 間：13 時 30 分～14 時 30 分
講 師：山口江美氏（NPO 鼓響理事長/介護福祉士）

歌声編

～プロの歌唱指導とピアノ伴奏で、
一緒に歌いましょう♪～

開催日/場所：
① 8 月 22 日（月）近隣センターこもれび・ホール
②10 月 24 日（月）天王台北近隣センター・ホール
時 間：13 時 30 分～15 時
講 師：河原啓子先生（ソプラノ歌手）
稲吉宏子先生（ピアノ伴奏）
健康体操・歌声編共通：
定員：40 名（要予約/先着順）
対象：我孫子市内在住シニアの方
参加費：無料/持ち物：飲料・上履き
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健康で、あかるく、たのしく、なかよく暮らしていくために

令和 4 年度、「福祉の街、天王台」をめざし、新体制でスタート
Ｗｉｔｈコロナだからこそ
「つながり」や「新しい助け合い」を大切に!!
天王台地区社会福祉協議会定時総会が 5 月 16 日開催され、ボラ
ンティア活動の代表を継続して務めることとなりました。よろしく
お願い致します。
令和 4 年度より 2 年間の新委員は、我孫子中学校区域の自治会役
員をはじめ福祉活動経験者など、別添のとおり 24 関係諸団体より
推薦をいただき、40 名で構成されました。このメンバーの集まり
は、地域福祉を推進することを目的に、地域の様々な生活課題に対
して、
「できることを できる範囲で」一歩でも解決するために下記
の各「広場」に記載の活動の一翼を担っていければと考えます。
私も平成 26 年度よりその任にあたり、地区社会福祉協議会を地
域の皆様に、さらに“知って・参加”いただくことを最重点目標と
して「ゆうゆうだより」をはじめ様々な活動のＰＲ活動に力を入れ
て取組んできました。

福祉部会

しかし、新型コロナウイルス感染症の発生から 2 年半以上が経過し、
感染者数は徐々に減少傾向にありますが、未だに終息の目途はたっ
ていません。この間、多くの団体においては、自粛していた活動も
地域の「ふれあい」
「つながり」
「助け合い」を保ち続けるため、適切
な感染対策を工夫しながら、社会参加の機会を維持するための取組
みを再開されています。
地区社会福祉協議会も手洗い、マスク、換気などの基本的な感染
防止策での「守り」と地域の皆さまに元気を与えられる活動「攻め」
とを見極め、もう一度 2 年前のようにちびっ子から高齢者まで“地
区社協をのぞいて見よう・イベントに参加してみよう”と言って頂
けるように、コロナ禍を乗り越え活動を進めていきます。
私たちの活動は、常に「人と地域が主人公」であることを念頭に
「眼が届く・手が届く・心が届く」ボランティア活動に委員一同精
進してまいります。何卒、ご支援ご協力の程、よろしくお願い致し
ます。
天王台地区社会福祉協議会 会長 細見 英樹
天王台地区社協では「人と人との
ふれあい」をテーマに高齢者からお
子様まで、どなたでも参加できる「ふ
れあいの場」を設け、子育て支援、世
代間交流等多くの方々と関わりを持
ちながら福祉の推進に努めて参りま
す。今年度も皆様が自宅に籠ること
なく、笑顔で参加して頂けるよう安
心安全な環境を整えて、沢山の交流
交流部会
の場を用意してお待ちしています。
交流部 部会長 村山良一
★幼児を対象にしたイベント
入園前の幼児と保護者を対象に、季節毎
の行事と遊びを取り入れた「のびっ子ク
ラブ」を通して、親子の絆を深め、親同士
の交流を図り子育てを支援します。

最近の研究で認知症予防対策は、
「人とつながり、会話を楽しむ」こ
とがわかってきました。天王台地区
社協の活動は「人とのつながり」を
作るお手伝いをしています。
4 年度もコロナの影響で活動が
制限されることもあるかと思いま
すが、工夫をしながら皆様の心を繋
ぐお手伝いをして参ります。
福祉部 部会長 中川郁子

★ふれあい日帰りバスツアー
北地区、南地区それぞれに、65 歳以上の独居の方を対象に日帰
りバスツアーを行います。美味しいランチを食べながらのおし
ゃべりで「高齢者の仲間のつながり」が生まれます。
★おしゃべりサロン
奇数月の第 4 月曜日 13 時半から天王台地
区社協の活動室にて開催しています。懐か
しの唱歌を口ずさみながらの軽い運動や脳
トレのゲームなどを取り入れ、参加の皆様
日帰りバスツアー
が楽しめるよう行っています。
★健康マージャン教室
認知症予防・老化防止のための初心者を対
象にした健康マージャン教室です。ボラン
ティアの先生方が優しく教えてくれます。
おしゃべりサロン
マージャンを通して新しい仲間が出来ます。
★電話訪問サービス
コロナでなかなかお友達に会えない、話し相手が欲しいと思っ
ている方へ、傾聴の講習を受けたボランティアが、毎週お電話
で話し相手を務めます。

【委員を推薦いただいた団体】
《自治会推薦》
・こもれびまちづくり協議会
・柴崎区
・我孫子市天王台
・民生委員児童委員協議会
・柴崎台
・早稲田地区
・天王台地区高齢者なんでも
・笹山
・小暮
相談室
・東高野山
・天王台ファミール
・天王台地区障がい者まちかど
・泉
ハイツ
・高野山
《各関係組織推薦薦》 相談室
・天王台ふれあいサロン
・下ヶ戸
・我孫子市校長会
・あびこの景観を育てる会
・都部
高野山小学校
・岡発戸
・天王台北地区まち ・地域活動支援センターステップ
・地区社協協力委員
・岡発戸新田
づくり協議会

高齢になっても住みやすい地域にするために、お互いにささえ
あい、助け合い生活を送れる環境が大事です。天王台地区社協はそ
の一助となる、
「地域ささえあい活動」として、2020 年度から「さ
さえあい活動推進委員会」がその役割を担っています。取組むのは
2018/１９年度地域福祉懇談会での「地域で困っている」課題です。
「生活支援」と「交流の場」を最優先課題に絞り検討を開始。
「さ
さえあい交流の場」は昨年度からコロナ禍の中具体的な活動を始め
ることができ、今年度から交流部会で扱っていくことになりました。
本委員会は「生活支援」で「地域で困っている」課題第一位の「ごみ
出し支援」に絞り、推進することとしました。
「ごみ出し支援」は利用会員（受け手）、協力会員（担い手）、両者
をつなぐコーディネータの三者の関係が大事です。試行を経て本格
運用し、事業活動としてお互いさまの支え合いを推進していきます。
ささえあい活動推進委員会事務局長 根本一郎
地区社協は、住民に最も身近な社会福祉

あ
あ

★小・中学生を対象にしたイベント
のびっ子クラブ
二小・三小・高野山小の児童とけん玉や
コマ等の「昔の遊び」で交流します。我孫子中の生徒と「我孫子中
ＰＴＡバザー」を通して中学校への協力を行っています。
★高齢者を対象としたイベント
65 才以上の方を対象に「お楽しみ会」でランチと演奏を楽し
んで頂きます。「シニアいきいき講座」健康体操編で心身ともに
リフレッシュ、歌声編では元気の源、懐かしの歌を一緒に歌って
介護予防にもつながります。ささえあい交流支援事業として「体
験したい我孫子の至宝 座学と散策」を企画し実施します。

広報部会

★具体的な広報活動
◎多様な活動を広報すべく、本誌「ゆうゆうだより」を年 4 回
（7 月・10 月・1 月・4 月）発行します。
掲載項目はこもれび及び北近隣センターで開催する催事案内や
各町会の紹介及び委員を推薦頂いた団体紹介など多彩です。
◎天王台地区で安心して暮らせる「地域の安心・安全 Map」を
作成し、該当地域の方に活用して頂くよう配布します。

★男性を対象としたイベント
｢男の料理教室｣で、食事と会話をしつつ交流を深めます。
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協議会として、自分の地域で「健康で、あ
かるく、たのしく、なかよく暮らしていく
ために」地域に密着した福祉活動の啓発・
広報活動などを行っております。なお、74
号より編集・印刷方法などを検討し新しい
様式での広報誌として作成しております。
広報部 部会長 石上 満

3

